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Dr Mark’s デンタルクリーナー
／ヨシダ

デントクラフト J ガード
／ヨシダ

＜マウスピース洗浄器＞

＜スポーツ用マウスガードシート材＞

クリアフィル マジェスティ
ES フローLOW ユニバーサル
／クラレノリタケデンタル
<歯科充填用コンポジットレジン＞

ヨシダから発売された“Dr Mark’s デン
タルクリーナー”は、ナイトガードやマウ
スピースを流水下でクリーニングできる
洗浄器です。全体を一度にブラッシングで
きる形状と細かなところもケアできるテ
ーパー状のブラシで、短時間で簡単に洗浄
できます。

ヨシダから発売された“デントクラフト J
ガード”は、PO（特殊ポリオレフィン）
と硬さの異なる EVA（エチレン酢酸ビニ
ル共重合樹脂）を積層した 2 種 5 層構造
のマウスガードシート材です。薄くても高
い衝撃分散効果と衝撃吸収効果がありま
す。

【特徴】
●手に馴染みやすいエルゴノミックデザ
インです。
●保管に便利な携帯ケース付きで洗面台
周りを清潔に保ちます。
●別売の携帯用ケースはスポーツバッグ
などにも取り付けることができ、持ち運
びに便利です。

【特徴】
●外層の特殊ポリオレフィン（デュロ硬度
44）で衝撃力を分散させ、内層の EVA
（デュロ硬度 39）で衝撃力を吸収し、
歯をダメージから守ります。
●フロントアーマータイプは、前歯部分の
シート厚さを確保できるので、シートの
厚みのコントロール操作や補強材を重
ねる作業の手間がなく、前歯部の耐衝撃
性を高めることができます。
●3 種の厚みと 5 色（クリア/ホワイト/
ブルー/レッド/ブラック）をラインナッ
プ。

患者参考価格＝本体一式 5,390 円
（税込）
交換ブラシ 2,035 円
（税込）
携帯用ケース 2,145 円
（税込）

標準価格＝2mm：2,500 円・3,500 円
3mm：2,700 円・3,700 円
4mm：2,900 円・3,900 円
※価格はスタンダードタイプ（前）
・フロントアーマータイプ（後）

クラレノリタケデンタルから 4 月21 日に
発売される“クリアフィルマジェスティ
ES フローLOW ユニバーサル”は、1 色で
VITA 主要シェードをカバーするフロアブ
ルコンポジットレジンです。臼歯にも前歯
にも 1 本で馴染むクラレノリタケ独自の
新技術「オートカラーマッチングシステ
ム」を採用。1 シェードで幅広い色調適合
性を有します。
【特徴】
●光が CR を通過し、窩洞や周囲の色に反
射して歯質の色が見える「光透過性」、
光が CR の中で反射して、CR 自体の色
が見える「光拡散性」
、歯の色調領域に
おいて歯の黄みや赤みに影響を与えな
い色調に設定「ユニバーサルクロマ（新
技術）
」の 3 つの要素により、色調がマ
ッチします。
●VITA 主要シェードは U シェードか UD
シェード（ダーク色の前歯に）のいずれ
か 1 本で修復が可能です。また、乳歯
色・ホワイトニング色の UW シェード、
変色歯や象牙質色のよりダークな色調
の UOP シェードの計 4 シェードをライ
ンナップ。
標準価格＝2.7g（1.5mL）4,300 円

『 バキュームアダプター
& キャピラリーチップ 』

多用途に使えるこの 1 本！

＜ ウルトラデントジャパン ＞

今回ご紹介させていただく商品は、ウルトラデントジャパン㈱から発売されております
『バキュームアダプター＆キャピラリーチップ』です。このバキュームアダプターにはキャ
ピラリーチップはもちろんルアーロックタイプの様々なチップが装着出来るため、幅広い臨
床域で使用可能になっています。使用例と致しましては、①根管治療時の根管乾燥、②オフ
ィスホワイトニング材の吸引、③外科手術時の血液の吸引 etc.
ご採用頂いております医院様からは、
「これまでは根管治療時にペーパーポイントをこま
めに交換しながら根管乾燥させていたが、こちらを使うようになってからはチップがしっか
り根管に入り吸引出来るので、ペーパーポイントは最後に一本使うくらいで、かなり使用本
数も減り、コスト削減と時間の短縮につながって重宝しています。
」とのお声を頂いており
ます。透明のバキュームアダプターは吸引状況も常時確認が可能となっている優れ物ですの
で、まだお使い頂いていない医院様には是非一度お試し頂きたい商品です。尚、バキューム
アダプターの内径はΦ11mm になっており、ユニットメーカーによっては異径アダプター
標準価格＝
が必要となりますので詳しくは弊社営業担当者までお問合せ下さい。

バキュームアダプター（10 本入）1,700 円
キャピラリーチップ（20 個入） 2,000 円
キャピラリーチップ（50 個入） 4,000 円

鹿児島店 営業三課 前田 和博
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『 顎矯正手術エッセンシャル 』

★今週の新刊

～ビジュアルでわかる
顎変形症の手術のポイントとトラブルの対処～

顎矯正手術でよく用いるエッセンシャルな手術
の最新の術式を、各領域で多くの症例数をもつ
トップランナーの筆者らが、多数の美麗な症例
写真・イラストで解説。今まさに顎矯正手術に
臨もうとする読者、独り立ちしようとしている
中堅口腔外科医には、臨床に直結して手術技量
の向上につながる一冊。
●編 ＝横江 義彦／堀之内 康文
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,000 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 マイクロデンティストリーYEARBOOK 2021 』
～With コロナ時代のマイクロスコープ活用法～

記念すべき第 10 弾！「巻頭カラーアトラス」
、
「マイスタイル顕微鏡」
、
「マイクロネイティブ
世代は、マイクロをこう使う！」
、
「私のミラー
テクニック武者修行」
、
「学会誌 MICRO 翻訳論
文」
、
「マイクロを使いこなす！気鋭プレゼンテ
ーション」
、
「認定歯科衛生士取得のための手続
きとステップ」、「Products Information＆
Case Presentation」の充実のラインナップ。
●編 ＝日本顕微鏡歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

『 SAFE Troubleshooting Guide
Volume6 生物学的合併症編 』
～インプラント周囲炎のリカバリーと
メインテナンス時のトラブル回避～

インプラントトラブルをシェアし検証する
SAFE の Troubleshooting Guide 最終巻！
その 6 巻は、インプラント治療においてもっと
も難解で治療しにくい生物学的合併症をテーマ
に、実際のトラブル症例を提示しながらその改
善方法について詳述した一冊。
●監著＝大月 基弘／奥田 裕司／和田 誠大
中居 伸行／中島 康／畠山 善行
横谷 亜希子
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,500 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

『 インプラント YEARBOOK 2021 』
～認定専門医資格取得までの道筋とこれからの専門医制度～
～

本書は、インプラント販売企業 25 社の協力を
得て、
「最新インプラントシステムの特長および
臨床応用」を紹介。また、巻頭では「認定専門
医資格取得までの道筋とこれからの専門医制
度」と題した特集を掲載した一冊。
●監修＝公益社団法人
日本口腔インプラント学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税

『 今からはじめる歯科衛生士のための
訪問歯科マニュアル 』

『 歯科臨床の知恵と技 結果にこだわる！
「下川臨床」テクニックあの手この手 』

あの“エムズ歯科クリニック”による、訪問歯
科の歯科衛生士向けマニュアル書がついに誕
生！本書では、まず訪問歯科に携わる歯科衛生
士に最低限必要な基礎知識をまとめ、さらに口
腔ケア（口腔衛生管理）の実践ノウハウを写真・
イラストを中心にていねいに解説した一冊。

下川イズムの集大成！歯科治療の究極を求め続
けた「下川臨床」を、今その教え子たちが伝え
継ぐ！提示されたさまざまな症例から、治療を
組み立てる洞察力、診断力を身につけるために
着眼すべきポイントを簡潔にわかりやすく解
説。歯科臨床の求道者の真髄が凝縮された一冊。

●監修＝松尾 浩一郎／荒井 昌海
●著 ＝田口 知実
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,400 円＋税

●監修＝下川 公一
●編＝下川公一臨床セミナーインストラクター
●出版＝医歯薬出版
●価格＝18,000 円＋税

『 “Questions！”about Suction Dentures. 』
～すべては困っている無歯顎患者さんの笑顔のために～

本書は、『What is Suction Dentures?』、
『This is Suction Dentures！』に続く、
“吸
着下顎総義歯”書籍の第 3 弾。今回は著者のセ
ミナー受講者から寄せられた質問などをもとに
構成。
“吸着下顎総義歯”をより深く理解する手
助けとなる、吸着至極の Picture Book！
●著者＝佐藤 勝史
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

『 CAD/CAM 冠の適応範囲拡大 』
～大臼歯から前歯まで～

本書は、保険診療における CAD/CAM 冠の臨
床にスポットを当て、最新の技術やエビデンス、
症例選択のポイント、今後の展望などを網羅。
CAD/CAM 冠を臨床応用する際のバイブルに
最適な一冊。
●編集委員＝坪田 有史
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,000 円＋税
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